
event1 start time b-no name namef sex area 所属
チームTT 8:00:00 101 多賀 良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ M 滋賀県 OGPウエサカ新築オープ
チームTT 102 坂   直之 ﾊﾞﾝ ﾅｵﾕｷ M 滋賀県 OGPウエサカ新築オープ
チームTT 103 柘植  英明 ﾂｹﾞ  ﾋﾃﾞｱｷ M 滋賀県 OGPウエサカ新築オープ
チームTT 104 渡邊 昇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ M 滋賀県 OGPウエサカ新築オープ
チームTT 8:00:20 51 小栗 智子 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ F 岐阜県 OGP大垣ピストンズ 桃
チームTT 52 其田  安菜 ｿﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ F 岐阜県 OGP大垣ピストンズ 桃
チームTT 53 岩田 聡子 ｲﾜﾀ ｻﾄｺ F 岐阜県 OGP大垣ピストンズ 桃
チームTT 54 柘植 友子 ﾂｹﾞ ﾄﾓｺ F 岐阜県 OGP大垣ピストンズ 桃
チームTT 8:00:40 121 西村 美佐子 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｺ F 滋賀県 ステラシルベスト
チームTT 122 鴻池 まり ｺｳﾉｲｹ ﾏﾘ F 滋賀県 ステラシルベスト
チームTT 123 山下 なな ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ F 滋賀県 ステラシルベスト
チームTT 124 仲 マリー ﾅｶ ﾏﾘｰ F 滋賀県 ステラシルベスト
チームTT 8:01:00 201 渡邉 友香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ F 京都府 クラブシルベストC
チームTT 202 吉田 尚美 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ F 京都府 クラブシルベストC
チームTT 203 中西 知恵子 ﾅｶﾆｼ ﾁｴｺ F 京都府 クラブシルベストC
チームTT 8:01:20 11 石田 浩高 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ M 大阪府 Rafale
チームTT 12 清瀬 健司 ｷﾖｾ ｹﾝｼﾞ M 大阪府 Rafale
チームTT 13 西村 敏行 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾕｷ M 大阪府 Rafale
チームTT 8:01:40 21 板崎 寿一 ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ M 三重県 Aoyama Rockets RT＋１
チームTT 22 南 進一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ M 三重県 Aoyama Rockets RT＋１
チームTT 23 蔵谷 和俊 ｸﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ M 三重県 Aoyama Rockets RT＋１
チームTT 8:02:00 31 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ M 奈良県 CIERVO NARA ELITE
チームTT 32 伊藤 隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ M 奈良県 CIERVO NARA ELITE
チームTT 33 栗野 智和 ｸﾘﾉ ﾄﾓｶｽﾞ M 奈良県 CIERVO NARA ELITE
チームTT 34 桑澤 雄一 ｸﾜｻﾜ ﾕｳｲﾁ M 奈良県 CIERVO NARA ELITE
チームTT 8:02:20 41 浦谷 篤 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ M 大阪府 エキップリオンTT部
チームTT 42 松本 孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ M 大阪府 エキップリオンTT部
チームTT 43 川瀬 康史 ｶﾜｾ ﾔｽﾁｶ M 大阪府 エキップリオンTT部
チームTT 44 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 エキップリオンTT部
チームTT 8:02:40 61 柿木 義広 ｶｷﾉｷ ﾖｼﾋﾛ M 大阪府 ステラシルベストA
チームTT 62 渡部 寛史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ M 大阪府 ステラシルベストA
チームTT 63 田中 祐毅 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ M 大阪府 ステラシルベストA
チームTT 64 福山 勝三 ﾌｸﾔﾏ ｶﾂﾐ M 大阪府 ステラシルベストA
チームTT 8:03:00 71 北川 大慈 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞ M 滋賀県 white jack
チームTT 72 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ M 滋賀県 white jack
チームTT 73 高田 進也 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾔ M 滋賀県 white jack
チームTT 74 大橋 宜之 おおはし のぶゆM 滋賀県 white jack
チームTT 8:03:20 81 高坂 亮太 ｺｳｻｶ ﾘｮｳﾀ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
チームTT 82 島崎 雅史 しまざき まさし M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
チームTT 83 斉藤 崇志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
チームTT 84 芝田 育帆 しばた いくほ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
チームTT 8:03:40 91 杉江 仁 スギエ ヒトシ M 大阪府 大杉走輪A
チームTT 92 島川 祐司 シマカワ ユウジ M 大阪府 大杉走輪A
チームTT 93 高瀨 拳人 タカセ ケント M 大阪府 大杉走輪A
チームTT 94 川田 尚輝 カワダ ナオキ M 大阪府 大杉走輪A
チームTT 8:04:00 111 堤 大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ M 岐阜県 T-cars cycling team
チームTT 112 後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ M 岐阜県 T-cars cycling team
チームTT 113 村田 進 ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ M 岐阜県 T-cars cycling team
チームTT 114 芝池 伸憲 ｼﾊﾞｲｹ ﾉﾌﾞﾉﾘ M 岐阜県 T-cars cycling team
チームTT 8:04:20 131 稗田 正佳 ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ M 大阪府 大杉走輪B
チームTT 132 髙橋 俊雄 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ M 大阪府 大杉走輪B
チームTT 133 金原 賢治 ｶﾈﾊﾗ ｹﾝｼﾞ M 大阪府 大杉走輪B
チームTT 134 本村 晃彦 ﾎﾝﾑﾗ ｱｷﾋｺ M 大阪府 大杉走輪B
チームTT 8:04:40 141 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ M 兵庫県 クラブシルベストA
チームTT 142 山﨑 敏正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ M 兵庫県 クラブシルベストA
チームTT 143 松井 響 ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ M 兵庫県 クラブシルベストA
チームTT 144 小西 悠貴 ｺﾆｼ ﾕｳｷ M 兵庫県 クラブシルベストA
チームTT 8:05:00 151 藤岡 朋寛 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓﾋﾛ M 京都府 チームポッポ



チームTT 152 野田 泰史 ﾉﾀﾞ ﾔｽｼ M 京都府 チームポッポ
チームTT 153 前田 洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ M 京都府 チームポッポ
チームTT 8:05:20 161 三枝 秀徳 ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ M 大阪府 シルベストスタッフA
チームTT 162 渕上 朋洋 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ M 大阪府 シルベストスタッフA
チームTT 163 岡 晋也 ｵｶ ｼﾝﾔ M 大阪府 シルベストスタッフA
チームTT 164 小松 聖義 ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ M 大阪府 シルベストスタッフA
チームTT 8:05:40 171 三木 昌三 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ M 大阪府 ナスファンクラブ
チームTT 172 山脇 亨 ﾔﾏﾜｷ ﾄｵﾙ M 大阪府 ナスファンクラブ
チームTT 173 時末 宏康 ﾄｷｽｴ ﾋﾛﾔｽ M 大阪府 ナスファンクラブ
チームTT 174 横尾 治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ M 大阪府 ナスファンクラブ
チームTT 8:06:00 181 森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ M 三重県 TSU RACING
チームTT 182 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ M 三重県 TSU RACING
チームTT 183 後藤 孝明 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｱｷ M 三重県 TSU RACING
チームTT 184 岡村 英紀 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ M 三重県 TSU RACING
チームTT 8:06:20 191 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ M 滋賀県 クラブシルベストB
チームTT 192 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ M 滋賀県 クラブシルベストB
チームTT 193 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ M 滋賀県 クラブシルベストB
チームTT 194 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ M 滋賀県 クラブシルベストB
チームTT 8:06:40 211 豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ　ｶﾂﾉﾘ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycli
チームTT 212 柳瀬　慶明 ﾔﾅｾ　ﾐﾁｱｷ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycli
チームTT 213 下島　将輝 ｼﾓｼﾞﾏ　ﾏｻｷ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycli
チームTT 214 科野　大蔵 ｼﾅﾉ　ﾀﾞｲｿﾞｳ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycli
2名TT 8:12:00 221 大澤 勝 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾙ M 兵庫県 回転木馬
2名TT 222 永富 義彰 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾖｼｱｷ M 兵庫県 回転木馬
2名TT 8:12:20 231 園田 道彦 ｿﾉﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ M 大阪府 チームアラヤ
2名TT 232 中里 眞由美 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏﾕﾐ F 大阪府 チームアラヤ
2名TT 8:12:40 251 中河 義浩 ナカガワ ヨシヒロ M 岐阜県 大垣ピストンズ

2名TT 252 竹中宏和 タケナカヒロカズ M 岐阜県 大垣ピストンズ

2名TT 8:13:00 261 能森 愛子 ノウモリ アイコ F 大阪府 能森・佐藤

2名TT 262 佐藤三津子 サトウミツコ F 大阪府 能森・佐藤

2名TT 8:13:20 271 藤村 毅 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾙ M 大阪府 ステラシルベスト
2名TT 272 宇野 剛史 ｳﾉ ﾂﾖｼ M 大阪府 ステラシルベスト
2名TT 8:13:40 281 松岡 秀俊 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ M 兵庫県 松岡・黒島
2名TT 282 黒島 健一郎 ｸﾛｼﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ M 兵庫県 松岡・黒島
2名TT 8:14:00 291 松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ M 大阪府 松谷・渡部
2名TT 292 渡部 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ M 大阪府 松谷・渡部
2名TT 8:14:20 301 村井 弘人 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾋﾄ M 岐阜県 大垣ピストンズ
2名TT 302 井上 真由子 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｺ F 岐阜県 大垣ピストンズ
2名TT 8:14:40 311 山上 勇次 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ M 京都府 山上・高岸
2名TT 312 高岸 俊幸 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ M 京都府 山上・高岸
2名TT 8:15:00 321 山口 明美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｹﾐ F 大阪府 山口・広沢
2名TT 322 広沢 由美子 ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐｺ F 大阪府 山口・広沢
2名TT 8:15:20 331 山野 惠一郎 ﾔﾏﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ M 京都府 チーム☆コモア
2名TT 332 平井 春彦 ﾋﾗｲ ﾊﾙﾋｺ M 京都府 チーム☆コモア
2名TT 8:15:40 241 多賀 良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ M 滋賀県 OGPウエサカ新築オープ
2名TT 242 坂  直之 ﾊﾞﾝ ﾅｵﾕｷ M 滋賀県 OGPウエサカ新築オープ
個人TT 8:30:00 34 青山 明義 ｱｵﾔﾏ ｱｷﾖｼ M 大阪府 つうばいつうレーシング
個人TT 8:30:15 35 阿部 雅弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ M 滋賀県
個人TT 8:30:30 36 飯田 裕太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ M 愛知県
個人TT 8:30:45 37 池部 哲夫 いけべ てつお M 滋賀県 FUKADAまじリング
個人TT 8:31:00 38 石井 靖人 ｲｼｲ ﾔｽﾄ M 兵庫県
個人TT 8:31:15 39 板崎 寿一 ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ M 三重県 Aoyama Rockets RT
個人TT 8:31:30 40 井上 真呂 ｲﾉｳｴ ﾏﾛ M 大阪府 エキップリオン
個人TT 8:31:45 41 上田 泰正 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ M 大阪府 Sakatani Racing
個人TT 8:32:00 42 植本 輝彦 ｳｴﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ M 大阪府
個人TT 8:32:15 43 臼澤 隆史 ｳｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ M 兵庫県 トラクターRC
個人TT 8:32:30 44 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ M 兵庫県 ｴｷｯﾌﾟ ﾘｵﾝ
個人TT 8:32:45 45 内田 龍一 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ M 大阪府 TEAM WHITE
個人TT 8:33:00 46 内山 尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ M 石川県 バルバカナザワ



個人TT 8:33:15 47 浦谷 篤 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ M 大阪府 エキップリオン
個人TT 8:33:30 48 江藤 洋一朗 ｴﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ M 大阪府 CSK Racing Club
個人TT 8:33:45 49 大崎 和人 ｵｵｻｷ ｶｽﾞﾄ M 京都府
個人TT 8:34:00 50 大澤 勝 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾙ M 兵庫県 回転木馬
個人TT 8:34:15 51 大西 喜代利 ｵｵﾆｼ ｷﾖﾄｼ M 滋賀県 FUKADAまじりんぐ
個人TT 8:34:30 52 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ M 大阪府 チバポンズ川口農園
個人TT 8:34:45 53 大森 祐司 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ M 滋賀県 Team Mt Nabe
個人TT 8:35:00 54 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ M 大阪府
個人TT 8:35:15 55 織田 智陽 ｵﾘﾀ ﾄﾓﾊﾙ M 大阪府 大阪工業大学
個人TT 8:35:30 56 門 直道 ｶﾄﾞ ﾅｵﾐﾁ M 三重県 ターミネーターRT
個人TT 8:35:45 57 金内 伸如 ｶﾈｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ M 神奈川県チームVengaちゃん
個人TT 8:36:00 58 川上 昇一 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｲﾁ M 大阪府 Team UP UP
個人TT 8:36:15 59 川邊 理恵 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ F 滋賀県 ストラーダレーシング
個人TT 8:36:30 60 川村 誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ M 大阪府 スクミズマシンワークス
個人TT 8:36:45 61 喜多 義昭 ｷﾀ ﾖｼｱｷ M 石川県 V.C.スプートニク
個人TT 8:37:00 62 桐野 一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ M 京都府 Team プロジェクション
個人TT 8:37:15 63 蔵野 暢人 ｸﾗﾉ ﾏｻﾄ M 兵庫県 シルベスト・オフロード班
個人TT 8:37:30 64 桑原 慶太 ｸﾜﾊﾗ ｹｲﾀ M 大阪府
個人TT 8:50:00 65 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ M 京都府 ステラシルベスト
個人TT 8:50:15 66 後藤 謙太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ M 兵庫県 北摂すからと～れ
個人TT 8:50:30 67 後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ M 愛知県 T-carsCyclingTeam
個人TT 8:50:45 68 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ M 大阪府 TEAM WHITE
個人TT 8:51:00 69 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ M 奈良県 シエルヴォ奈良MIYATA-
個人TT 8:51:15 70 坂口 翔太 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ M 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
個人TT 8:51:30 71 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ M 京都府 ステラシルベスト
個人TT 8:51:45 72 佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ M 大阪府 大阪工業大学
個人TT 8:52:00 73 芝池 伸徳 しばいけ のぶのり M 三重県 鷹組
個人TT 8:52:15 74 清水 勝也 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾔ M 滋賀県 大垣ピストンズ
個人TT 8:52:30 75 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ M 大阪府
個人TT 8:52:45 76 清水 裕之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 つうばいつう Ｒ
個人TT 8:53:00 77 角野 勝 ｽﾐﾉ ﾏｻﾙ M 大阪府 team884
個人TT 8:53:15 78 篁 雄巳 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ M 京都府 スペリアーモ・イワイ
個人TT 8:53:30 79 田口 裕之 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府
個人TT 8:53:45 80 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ M 大阪府 CSK Racing Club
個人TT 8:54:00 81 竹本 康介 タケモト コウスケ M 京都府

個人TT 8:54:15 82 田中 修一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ M 兵庫県 lumiere KOBE
個人TT 8:54:30 83 堤 大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ M 岐阜県 T-cars cycling taem
個人TT 8:54:45 84 冨田 剛 ﾄﾐﾀﾞ ﾂﾖｼ M 岐阜県
個人TT 8:55:00 85 豊田 勉 ﾄﾖﾀﾞ ﾂﾄﾑ M 愛知県 FUJI BIKE
個人TT 8:55:15 86 永富 義彰 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾖｼｱｷ M 大阪府 回転木馬
個人TT 8:55:30 87 永松 篤 ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ M 京都府 ぽんた
個人TT 8:55:45 88 西村 俊宏 ﾆｼﾑﾗﾄｼﾋﾛ M 富山県 バルバクラブカナザワ
個人TT 8:56:00 89 萩原 謙一 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ M 大阪府 CSK Racing Club
個人TT 8:56:15 90 萩原 英樹 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ M 滋賀県 OGP
個人TT 8:56:30 91 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ M 愛知県
個人TT 8:56:45 92 ヒルド 玲音 ﾋﾙﾄﾞ ﾚｵﾝ M 奈良県 CLOUD 9ers
個人TT 8:57:00 93 藤岡 朋寛 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓﾋﾛ M 京都府 チームポッポ
個人TT 8:57:15 94 藤田 一典 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ M 滋賀県 嵯峨青果食品
個人TT 8:57:30 95 藤本 和昌 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ M 大阪府 CSK Racing club
個人TT 9:10:00 96 渕上 記理子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ F 大阪府 シルベスト
個人TT 9:10:15 97 本田 智之 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ M 石川県 大野ソイソース
個人TT 9:10:30 98 本田 日出男 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ M 大阪府 つうばいつうレーシング
個人TT 9:10:45 99 前田 堅一朗 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ M 大阪府 キャノンデール心斎橋
個人TT 9:11:00 100 前田 直志 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ M 大阪府 近江屋ｘＣＳＹｘＯＨＣ
個人TT 9:11:15 101 前田 洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ M 京都府 チームポッポ
個人TT 9:11:30 102 松本 孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ M 大阪府 エキップリオン
個人TT 9:11:45 103 松元 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ M 大阪府 zippy cycle club
個人TT 9:12:00 104 松本 龍二 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ M 岐阜県
個人TT 9:12:15 105 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ M 滋賀県 Ring×2 Cycling Team



個人TT 9:12:30 106 真野 功 ﾏﾉ ｲｻｵ M 大阪府
個人TT 9:12:45 107 南 進一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ M 三重県
個人TT 9:13:00 108 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ M 滋賀県 FUKADAまじりんぐ
個人TT 9:13:15 109 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ M 大阪府
個人TT 9:13:30 110 村井 孝司 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ M 京都府 GALANTE NARA
個人TT 9:13:45 111 村田 進 ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ M 愛知県
個人TT 9:14:00 112 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ M 奈良県 zippy cycle club
個人TT 9:14:15 113 森川 敦 ﾓﾘｶﾜ ｱﾂｼ M 滋賀県 サイクルロードエイト
個人TT 9:14:30 114 安田 信次 ﾔｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ M 三重県 SAKAI★RACING
個人TT 9:14:45 115 山内 久美子 ﾔﾏｳﾁ ｸﾐｺ F 神奈川県チームVengaちゃん
個人TT 9:15:00 116 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 チーム しまうま
個人TT 9:15:15 117 油浅 弘幸 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 CLOUD 9ers
個人TT 9:15:30 118 湯田 隆行 ﾕﾀﾞ ﾀｶﾕｷ M 三重県
個人TT 9:15:45 119 与北 奈須夫 ﾖｷﾀ ﾅｽｵ M 大阪府 CSKレーシング
個人TT 9:16:00 120 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ M 奈良県 ZAS Racing
個人TT 9:16:15 121 吉原 健太郎 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ M 愛知県 ＤＥＳＴＲＡ
個人TT 9:16:30 122 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ M 滋賀県 クラブシルベスト
個人TT 9:16:45 123 若狭 大介 ﾜｶｻ ﾀﾞｲｽｹ M 大阪府
個人TT 9:17:00 124 渡邉 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ M 滋賀県 サイクルロードエイト
個人TT 9:17:15 125 豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ　ｶﾂﾉﾘ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycli
個人TT 9:17:30 142 小西優大 ｺﾆｼﾕｳﾀﾞｲ M 兵庫県 シエルヴォ奈良
HC TT 9:17:45 126 永易 久和 ながやす ひさかず M 神奈川県OSP-Racing
小学生TT１～２ 9:30:00 134 野田 依楓 ﾉﾀﾞ ｲﾌﾞｷ M 岐阜県
小学生TT１～２ 9:30:15 129 岡庭 颯大 ｵｶﾆﾜ ｿｳﾀ M 大阪府
小学生TT１～２ 9:30:30 130 北川 晄蘭 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾗﾝ M 京都府
小学生TT１～２ 9:30:45 139 田村 望 たむら のぞむ M 京都府 ﾁｰﾑ暴れん坊将軍
小学生TT１～２ 9:31:00 127 内田 樂 ｳﾁﾀﾞ ｶﾞｸ M 愛知県 美山サイクリングクラブ
小学生TT 9:31:15 131 後藤 悠一郎 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ M 奈良県
小学生TT 9:31:30 133 竹本 奏 タケモト カナデ F 京都府

小学生TT 9:31:45 141 紀村  裕 きむら  ゆたか M 奈良県
小学生TT 9:32:00 138 山中 勇人 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾔﾄ M 滋賀県
小学生TT 9:32:15 128 内田 凛 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ M 愛知県 美山サイクリングクラブ
小学生TT 9:32:30 135 橋本 のこ ﾊｼﾓﾄ ﾉｺ F 愛知県 エキップあづみの
小学生TT 9:32:45 136 藤井 章宏 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾛ M 大阪府
小学生TT 9:33:00 140 田村 元 たむら はじめ M 京都府 ﾁｰﾑ暴れん坊将軍
小学生TT 9:33:15 137 保崎 実智子 ﾎｻﾞｷ ﾐﾁｺ F 京都府 美山サイクリングクラブ
小学生TT 9:33:30 132 竹本 新 タケモト アラタ M 京都府


